
まいづる求人情報(週刊 )
先週一週間に受理した求人の情報です｡

職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

18歳以上 (1) 8時30分～17時00分
臨時4ヶ月以上 144,820 (従業員数 130人) (2)17時00分～ 8時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 248,838 26060- 2159891

不問 (1) 8時30分～17時00分
臨時4ヶ月以上 155,000 (従業員数 342人) (2) 7時30分～16時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

155,000 26060- 2162391 確定給付年金

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 185,000 (従業員数 2人) (2) 8時30分～17時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 293,000 27010-34276591
変形（１ヶ月単位）

18歳～44歳 (1)15時00分～ 0時00分
常雇 265,083 (従業員数 11人) (2)18時00分～23時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時00分～ 5時00分

省令３号のイ 438,139 13170-22634391 確定拠出年金

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～16時45分

臨時4ヶ月以上 156,550 (従業員数 4人)
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

156,550 26051-  871291

不問 (1) 8時00分～16時45分
臨時4ヶ月以上 184,700 (従業員数 3500人) (2) 9時00分～17時45分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

222,500 26060- 2154391
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時30分
常雇 180,000 (従業員数 21人) (2)10時30分～19時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

265,000 26060- 2141891
変形（１年単位）

不問 (1) 9時30分～18時30分
常雇 155,520 (従業員数 6人) (2)10時00分～19時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3)11時15分～20時15分

155,520 26060- 2142291
変形（１年単位） 準中型一種（５トン限

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 220,000 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 350,000 26071- 1392291
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 210,000 (従業員数 2人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 240,000 26020-13875191
交替制あり

不問 (1) 7時00分～15時00分
臨時4ヶ月未満 168,768 (従業員数 4人) (2)15時00分～23時00分
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市 (3)23時00分～ 7時00分

279,733 26050- 2489491
変形（１ヶ月単位） 栄養士

59歳以下
常雇 160,000 (従業員数 14人)  6時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

省令１号 195,000 27180- 7519991

自動車用ガラス
の製造、検査

株式会社　アウト
ソーシング　福知
山営業所

京都府福知山市末広町１－１－１　中川ビル
４階

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士（舞鶴市
グリーンプラザ

株式会社　東テ
スティパル

大阪府門真市殿島町６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

トラック運転手
（２ｔ～４ｔ）

河嶋運送　株式
会社

京都府宮津市字須津１６０８ 雇用・労災・
健康・厚生

光ファイバー等
通信設備作業

株式会社　ウェス
コム

京都市山科区椥辻平田町１００番地 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務及び
経理事務

株式会社　英里
奈

京都府舞鶴市字倉谷１５２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

販売員 パセリエンタープ
ライズ株式会社
タントタント舞鶴
店

京都府舞鶴市南浜町２７－５　ショッピングセ
ンターらぽーる１階

雇用・労災・
健康・厚生

一般事務 協栄設備サービ
ス　株式会社

京都府綾部市渕垣町久田１４番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

任期付自衛官
（一般事務）

海上自衛隊　舞
鶴地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 雇用・公災・
健康・厚生

正社員店舗ス
タッフ（魚民　東

株式会社　モン
テローザフーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．モンテ
ローザ三鷹本社ビル

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

事務員 舞鶴赤十字病院 京都府舞鶴市字倉谷４２７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医療情報管理
システムの運用

Ｗｉｎｔｅｃ　Ｊａｐａｎ
株式会社

大阪市中央区南久宝寺町３－２－７　第一住
建南久宝寺ビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

　◎　求人の詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの窓口へお問い合わせください。
　◎　面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
　◎　パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によっては記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
　◎　ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際にはあしからずご了承ください。

所在地･就業場所

任期付き常勤職
員（事務系）

独立行政法人
国立高等専門学
校機構舞鶴工業
高等専門学校

京都府舞鶴市白屋２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
５月 ２０日 発行 



職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地･就業場所

不問 (1) 9時00分～19時00分
常雇 200,060 (従業員数 4人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

286,000 26060- 2130691

18歳以上 (1) 4時00分～ 8時00分
常雇 180,000 (従業員数 10人) (2)16時00分～21時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 180,000 26060- 2131991
調理師

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 160,000 (従業員数 32人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

160,000 26060- 2135291 厚生年金基金

調理師 幼保連携型　認
定こども園　さくら
こども園

京都府舞鶴市七条中町８－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

フィットネス接客
スタッフ　らぽー

有限会社　ワー
ルドスポーツ
（カーブス事業
部）

京都府舞鶴市字下福井３９３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理補助 株式会社エス
テートのぼる

京都府舞鶴市溝尻中町２－２ 雇用・労災・
健康・厚生


